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■目次
１ 県政ニュース
・1.17ひょうごメモリアルウォーク2012の参加者募集
・債務整理・家計管理・こころの相談 合同無料相談会の開催
・狩猟解禁と狩猟事故防止の注意啓発
２ おでかけガイド
・「関西文化の日」～約450施設の博物館・美術館等が入館無料～
■ 11月19日(土)、20日(日)ほか
・播但連絡道路「秋のばんたんフェスタ」の開催
■ 11月27日（日）
・紙芝居＆絵本の読み聞かせひろば Xmasスペシャル2011
■ 12月22日（木） 10:30～14:30
３ 広報専門員の「ひょうご☆ひとまちキラリ」
４ データで見るひょうごけん
５ 県政がわかる！ 今週の広報番組
６ 広報課からのお知らせ
・第1回神戸マラソン 11月20日（日）開催！
７ 県政へのご意見は「さわやか提案箱」まで
８ 編集後記

◎最近の県政の動き
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
B-1グランプリin姫路、姫路食博2011開会式
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（11月12日、姫路市内）
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate2_601.html
◎知事記者会見
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】11月14日（月）15:00
【場所】記者会見室
【内容】平成24年度国の予算編成等に対する提案
関西広域連合等からの緊急提言
ひょうご現代結婚事情フォーラムの開催
第4回ひょうご水土里のふるさとフォーラムの開催
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate3_603.html

─────────────────────────────────
１ 県政ニュース
─────────────────────────────────
(1) 1.17ひょうごメモリアルウォーク2012の参加者募集
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
阪神・淡路大震災から17周年を迎える、平成24年1月17日（火）に、
交通機関が途絶した大震災時の追体験を行い、風化しがちな防災意識を
新たにするとともに、来るべき災害に備えるため、震災モニュメント巡
りや緊急時の避難路、救援路として整備されている山手幹線等を歩く
「1.17ひょうごメモリアルウォーク2012」を実施します。
また、当日、ウォーク参加者の受付等をお手伝いいただけるボランティ
アスタッフの方を併せて募集します。
【実施日】 平成24年1月17日（火）
【実施内容】
(1) 一般コース
●東15kmコース 西宮市役所スタート（8:00）
●東10kmコース 芦屋市川西運動場スタート（8:30）
●東2kmコース 王子公園スタート（11:00）
●西15km コース 須磨海浜公園スタート（8:00）
●西10km コース 県立文化体育館スタート（8:30）
●西5km コース 神戸市立中央体育館スタート（10:00）
◎受付は30分前から開始します。
◎いずれのコースも、ゴールはHAT神戸・なぎさ公園
* 「1.17 のつどい」「交流ひろば・ステージ」「防災訓練」を実施
(2) 帰宅訓練コース
事務所・学校などの単位で、災害時帰宅困難者の徒歩帰宅訓練を目的
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として、事務所等からHAT神戸・なぎさ公園までを、一般コースの範囲
内で実施。
【参加費】 無料
【申込方法】所定の参加申込書を下記問い合わせ先まで郵送またはFAX。
一般コース・帰宅訓練コースについては、下記URLから申し込み可。
→ https://e-hyogo.elg-front.jp/uketsuke/dform.do?acs=MemorialWalk2012
【申込締切】
(1) 一般コース： 平成24年1月13日（金）
* 上記の締切日以降は、当日、各スタート会場にて直接、申込を受付。
(2) 帰宅訓練コース： 12月22日（木）
(3) ボランティアスタッフ： 12月9日（金）
【問い合わせ】 ひょうご安全の日推進県民会議事務局
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1 （県復興支援課内）
電話：078-362-9984、FAX：078-362-4459・9876
→ http://www.19950117hyogo.jp/gathering/index.htm
(2) 債務整理・家計管理・こころの相談 合同無料相談会の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県多重債務者対策協議会では、借金でお悩みの方を対象とした
「多重債務者相談強化キャンペーン」の取組として、合同無料相談会を
開催します。
債務整理相談を中心に、家計管理（生活再建）相談、こころの相談に
も対応します。借金やクレジットの支払、住宅ローンの支払でお困りの
方は、この機会にぜひご相談ください。
* お住まいの市町以外の会場でも相談できます。
* 事業者の方の相談もお受けします。
【実施日】
●12月10日（土）
・9:00～11:00 西播磨文化会館(たつの市新宮町宮内458-7)
・13:30～16:30 芦屋市消費生活センター(芦屋市公光町5-10)
・13:00～16:00 但馬消費生活センター(豊岡市幸町7-11 豊岡総合庁舎内）
・13:00～16:00 丹波の森公苑(丹波市柏原町柏原5600）
・13:30～16:30 コミュニティセンターおの（小野市王子町806-1）
●12月11日（日）
・13:00～15:30 神戸市総合福祉センター(神戸市中央区橘通3-4-1)
・13:00～16:30 姫路職員福利センター(姫路市北条1-98)
●12月16日（金）
・13:30～16:00 神戸地方合同庁舎1階(神戸市中央区海岸通29)
●12月17日（土）
・13:00～16:00 淡路文化会館(淡路市多賀600)
・13:30～16:30 三田市まちづくり協働センター（三田駅前町キッピーモール6階）
【問い合わせ】 県消費生活課
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〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話：078-362-3157、FAX：078-362-4022
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac10/ac10_000000050.html
(3) 狩猟解禁と狩猟事故防止の注意啓発
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
11月15日（火）から狩猟が解禁となりました。
狩猟期間は、11月15日から翌年2月15日までです。
ただし、ニホンジカ及びイノシシについては、兵庫県全域で3月15日ま
で延長しています。
入山者の皆さんを含めて、十分注意いただきますようお願いします。
～狩猟事故防止のために～
地域住民、入山者及び狩猟者同士等の事故防止のため、下記のことを
呼びかけています。
(1) 入山する際は、できるだけ目立つ服装を心がける。
【例】他人から見えにくい服装（迷彩服等）は避ける。
白いタオルなどを身につけない（シカと誤認される）。
(2) お互いの存在が確認できるよう、複数人で話をしながら入山するよ
う心がける。
また、単独での入山の場合にあっては、音の鳴るもの（鈴、ラジオ
等）を携帯する。
(3) 土、日、祝日は狩猟者が大勢入山するので、特に注意。
(4) わなは非常に危険なので、わな設置の標識がある場合は近づかない。
(5) ニホンジカ及びイノシシについては、3月15日まで狩猟が行われるの
で、入山する場合は特に注意しましょう。
【問い合わせ】 県自然環境課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話：078-362-3463、FAX：078-362-3069
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press_ac021_00010526.html
─────────────────────────────────
２ おでかけガイド
─────────────────────────────────
(1) 「関西文化の日」～約450施設の博物館・美術館等が入館無料～
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「関西文化の日」とは、関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資
源に気軽に接する機会を提供することにより、美術・学術愛好者等の増
大を図る事業です。
関西一円の、国公立の美術館、博物館や資料館、民間の施設や企業ミュ
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ージアムなどが、11月19日(土)、20日(日)を中心にそれぞれ無料開放日
を設定し、常設展などを中心に入館無料となります。
【主な施設（県内）】
●美術： 県立美術館、神戸市立小磯記念美術館、西宮市大谷記念美術館 など
●歴史、文化： 兵庫陶芸美術館、県立歴史博物館、赤穂市立歴史博物館、
洲本市立淡路文化史料館 など
●考古学： 県立考古博物館 など
●自然・科学： 県立人と自然の博物館、明石市立天文科学館 など
●産業、技術： 財団法人 竹中大工道具館、ＵＣＣコーヒー博物館、
うすくち龍野醤油資料館、白鹿記念酒造博物館 など
●こども： 神戸市立青少年科学館 など
●神社、仏閣： 湊川神社宝物殿 など
●屋外： 朝来市ヒメハナ公園 など
→ http://www.kansaibunka.com/about_kansaibunka/index.html
(2) 播但連絡道路「秋のばんたんフェスタ」の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
晩秋の休日に播但連絡道路をドライブして、中播磨や但馬の秋を満喫
してみませんか。
城崎温泉や湯村温泉の宿泊券などが当たる抽選会を行うほか、中播磨・
但馬の秋の味覚や特産品の販売、観光案内などを行います。
会場には地域のマスコットキャラクターも登場し、みなさまのお越し
をお待ちしております。ぜひ、ご家族おそろいでお越しください。
【日時】 11月27日（日）
◎市川サービスエリア 9：00～14：00
◎朝来サービスエリア 11：00～16：00
* 会場によって開催時間が違いますので、ご注意ください！
【場所】 播但連絡道路
◎市川サービスエリア：但馬地域が対象（但馬県民局、朝来市、
養父市、豊岡市、香美町、新温泉町が出店）
◎朝来サービスエリア：中播磨地域が対象（中播磨県民局、姫路市、
福崎町、市川町、神河町が出店）
【内容】○温泉宿泊券（城崎温泉、湯村温泉）や播但連絡道路の優待通
行券などが当たる抽選会
○中播磨・但馬地域の秋の味覚や特産品などの販売
○中播磨・但馬地域の観光案内
○県や市町のマスコットキャラクターによる来場者サービス
【問い合わせ】 兵庫県道路公社
電話：078-232-9635、FAX：078-232-9640
→ http://www.h-dorokosya.or.jp/index.html
→ http://www.h-dorokosya.or.jp/bantan/ban_top.html
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(3) 紙芝居＆絵本の読み聞かせひろば Xmasスペシャル2011
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
漫画家・手塚治虫氏の師匠格の左久良五郎氏による「鉄腕アトム」の
原型ともいえる作品「鉄人ちびっこ」など、家族そろって楽しめる昔の
街頭紙芝居、登録グループによる絵本の読み聞かせや、男女共同参画推
進員による啓発紙芝居を上演します。
【日時】12月22日（木） 10:30～14:30（各回入れ替え制）
・第1回公演 10：30～12：00
・第2回公演 13：00～14：30
【場所】県立男女共同参画センター セミナー室
【内容】
○街頭紙芝居の上演(紙芝居総合センター「三邑会」所属演者)
（予定演目） 漫画(チョンちゃん)、昔話風物語(ペチョコちゃん)、
活劇(鉄人ちびっこ)、動物もの(少年ターザン)、コメ
ディ（少年院長）などから各回3本程度
○イーブン読み聞かせグループによる「絵本の読み聞かせ」
○西播磨地域男女共同参画推進員による男女共同参画啓発紙芝居
【参加費】 無料
【申込方法】電話・FAX・郵送又は持参で、参加希望の上演回(時間)の別、
氏名、年齢、住所、電話番号を記入のうえ、12月20日(火)
までに下記へ申し込み下さい。
【申込・問い合わせ先】 県立男女共同参画センター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー7階
電話：078-360-8550、FAX：078-360-8558
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press_ac021_00010518.html
─────────────────────────────────
３ 広報専門員の「ひょうご☆ひとまちキラリ」
─────────────────────────────────
広報専門員6年目の米田と、2年目の吉田がそれぞれの目線や視点でひょ
うごの魅力や地域を支える人々をご紹介する新コーナー「ひょうご☆ひ
とまちキラリ」。
今回は、米田がアートの力で地域と人のつながりをつくろう！という
団体を取材してきました！（以下、はばタンとの会話です）
【はばタン】いやぁ、いよいよだね、ゆみお姉さん！
【専門員】 ふふふ、そうだね～。もう覚悟は決めていますから。
【はばタン】11月20日、第1回神戸マラソン！ 鉄人28号さんとか明石海
峡大橋とか、神戸のみどころがいっぱい見られて、海の風
が気持ちよくって、すっごい楽しそうだね～！
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ボクも走りたいなぁ～。
【専門員】 あら？だったらはばタンも走ろうよ♪
42.195kmの旅路を、私と一緒に！
途中で神戸らしいスイーツの給食ポイントがあるっていう
うわさだし。
【はばタン】ううう・・スイーツにはちょっとひかれるけど・・
ボ、ボクは、ゴールのポートアイランドで待ってます！
【専門員】 なーんだ。そういえばポートアイランドのしおさい公園で
は、「神戸ビエンナーレ2011」の作品の横を走り抜けるん
だよね～。はばタンは、神戸ビエンナーレは行った？
【はばタン】うん♪
ハーバーランドのファミリオ会場の、コンテナサイズの作
品は中に入ったり、さわったりできて、おもしろかったよ。
【専門員】 そうそう、その会場に、ロボットがいたの覚えてない？
神戸ビエンナーレが始まる何ヶ月も前から、神戸ビエンナー
レのPRをがんばってきたロボットなんだよ。
【はばタン】あー見たよー！操縦席があって、乗ってみたかったんだけ
ど、ボクちょっと大きすぎたみたいで・・。
【専門員】 あははは。どちらにしても、あれは展示だから乗れないけ
ど、PRイベントのときは、子どもたちが実際に入って歩い
たりしていたみたいだよ。
今回は、このロボットを作成した皆さんにお話を聞いてき
ました。
続きはこちらへ
広報専門員のホームページ「ひょうご☆ひとまちキラリ」
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/pref/cate4_645.html
─────────────────────────────────
４ データで見るひょうごけん
─────────────────────────────────
最新統計データから見た「兵庫のすがた」をご紹介します。
◎ 平成22年工業統計調査
兵庫県の製造品出荷額等は対前年5.4％の増
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
製造品出荷額等は、14兆1,517億円で全国第5位となりました。
製造品出荷額等が最も多いのは鉄鋼で1兆8,470億円（構成比13.1％）、
次いで化学1兆6,255億円（11.5％）、電気機械1兆3,120億円（9.3％）、
食料品1兆3,070億円（9.2％）、はん用機械1兆1,657億円（8.2％）の順
となり、この5産業で全体の51.3％を占めています。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac08/ac08_1_000000522.html
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その他の統計速報
◎ 9月の消費者物価指数、100.3（前年同月比＋0.1.%）
◎ 平成21年度市町内総生産（名目）17兆8,259億円
－名目、実質（試算値）ともに県下全地域でマイナス成長－
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac08/ac08_1_000000138.html

─────────────────────────────────
５ 県政がわかる！ 今週の広報番組
─────────────────────────────────
◎テレビ番組
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【番組名】日曜さわやかトーク
【放送予定日】11月20日（日）10:00～10:30
（再放送：11月21日（月）18:30～19:00）
【放送局】サンテレビ
☆ テーマ：「兵庫おもてなしの心」
出演者：井戸敏三（県知事）、玉田恵美さん（NPO法人姫路コンベン
ションサポート事務局長）、南部真知子さん（（株）神戸
クルーザー・コンチェルト代表取締役社長）、
羽川英樹（司会進行）、武谷真名（アシスタント）
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/gov3_00000006.html#h01
─────────────────────────────────
６ 広報課からのお知らせ
─────────────────────────────────
◎ 第1回神戸マラソン 11月20日（日）開催！
～阪神・淡路大震災からの復興を支えてくれた方々へ感謝の気持ちを込めて～
─────────────────────────────────
──
・テーマは「感謝と友情」
来る11月20日（日）に「第1回神戸マラソン」が開催されます。
大会テーマは「感謝と友情」。16年前、阪神・淡路大震災に襲われた
兵庫・神戸が、多くの支援や励ましを受けてきた被災地として心からの
お礼の気持ちを現すとともに、創造的復興を果たしたまちの姿や、震災
の経験と教訓を共有することが仲間や共同意識につながると考えています。
復興した神戸のまちを疾走する20,000人以上のランナーに「ありがと
う」のエールを送るため、約6,000人のボランティアが地元住民とともに、
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おもてなしの準備を進めています。
また、今回の東日本大震災の被災地へのエールとして、応援メッセー
ジ入りのチャリティゼッケン（500円）を販売し、被災地を支援すること
にしています。
当日は、ぜひ沿道での応援をよろしくお願いします。
・兵庫県広報専門員も挑戦！
兵庫県の米田裕美広報専門員も人生初のフルマラソンに向け、調整が
佳境に入ってきています。
米田専門員の練習や当日の様子などを、ブログ「ひょうごワイワイ
plus+」や、11月27日（日）の県民情報番組「ひょうご"ワイワイ"」
（サンテレビで日曜10時～10時30分放送）でお伝えしますので、是非ご
覧ください。
→ （神戸マラソン） http://www.kobe-marathon.net/
→ （ひょうごワイワイ plus+） http://ameblo.jp/hyogo-pr-officer/
─────────────────────────────────
７ 県政へのご意見は「さわやか提案箱」まで
─────────────────────────────────
県政に関して抱かれている疑問や質問、意見などがございましたら、
「さわやか提案箱」までお寄せください。
県政推進の参考とさせていただきます。
* 11月20日（日）22:00から26:00の間、システム更新のため、「さわや
か提案箱」が停止いたします。ご不便をおかけしますがご了承下さい。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka.html
─────────────────────────────────
８ 編集後記
─────────────────────────────────
先週末は、ちょぴり早起きして布引の滝へ森林浴に出かけました。
友人オススメの雄滝が眺められる茶屋で、マイナスイオンを浴びながら
食べるおでんが美味しくて、心も身体もリフレッシュできました。
少しずつ木々が色づき始めていたので、月末には赤や黄色で彩られた
紅葉が楽しめそうです。（KF）
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■「ひょうごさわやか通信」の登録変更・中止、バックナンバーの閲覧
は、以下のページからお願いします。
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→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/mailmaga/index.html
■「ひょうごさわやか通信」に掲載された記事の転載を希望される場合
は、広報課までご連絡願います。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
発行：兵庫県企画県民部広報課
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
＊地図情報 http://map.pref.hyogo.jp/detail.php?id=809
電話：078-362-3017 FAX：078-362-3903
E-mail: mlmag@koho.pref.hyogo.lg.jp
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